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Abstract— Linear Genetic Programming (LGP) is 
a variant of Genetic Programming that evolves 
program code as linear sequence of instructions. 
This paper proposes species-based LGP with 
grouping by fitness and hamming distance for 
improving accuracy of solution search. In the 
proposed method, each group searches in solution 
space with a different behavior to perform local 
search as well as global search in a balanced way. 
We compared the proposed method with species- 
based LGP by k-means on symbolic regression, 
parity, and classification problems. The 
simulation results showed that the performance of 
the proposed method is superior for almost all 
problems. 

I.  はじめに 

 進化的計算とは、自然界における生物の交配
や突然変異、自然淘汰からなる進化を工学的に
モデル化した探索、最適化アルゴリズムである。
遺伝的プログラミング (Genetic Programming : 

GP)[1]は木構造で表現されたコードを一つの個
体として、多数の個体を含む集団を準備し、自
然界における進化と同じように各個体へ選択と
交叉、突然変異などの遺伝的操作を繰り返し適
用していくことで最適解を発見する手法である。 
 一般的に計算機上で木構造を表現するにはポ
インタを用いるため、個体評価時の際にオーバ
ーヘッドが大きくなってしまうという問題があ
る。この問題を解決するための一つの手法とし
て、個体プログラム構造を一次元（線形）配列
に格納することで表現する線形遺伝的プログラ
ミング(Linear Genetic Programming : LGP)[2]があ
る。しかし、LGP においても GP と同様に進化
的計算の共通の問題として解の早期収束による
適合度停滞の問題が発生する。 
 本研究では、適合度の差とハミング距離の 2
つの尺度に基づき個体集団を 2 次元平面上へと
写像し、その空間内でのグルーピングによる種
分化モデルを適用した LGP を提案する。提案手
法では、母集団を近傍となる個体同士で複数の
集団へ分割することで、各種ごとに独立した解
空間の探索を行うことができる。これにより母
集団内の個体表現の多様性を保ちつつ、より精
度の高い解を求めることが可能になると考えら

れる。さらに、写像を行った際に重複する個体
を再生成することで解の早期収束を防ぐ手法を
導入する。 

II. LGP 

A. LGPにおける個体表現 

 LGP は個体構造に線形配列が用いられた GP
である。その染色体の例を図 1に示す。図 1は 

3][R][R],[R][R][R,2][R][R  abbbaab
を表現している。染色体は 4 要素毎にコードを
生成、連続させることで複雑な表現を生成する。 

図 1：LGPの個体の遺伝子型 

B. LGPにおける遺伝的操作 

・交叉：二点交叉を用いる 
・突然変異：ミクロ、マクロ、交換突然変異を
行う。その様子を図 2、図 3、図 4に示す。 
 

図 2：ミクロ突然変異 

図 3：マクロ突然変異 

図 4：交換突然変異 

C. LGPアルゴリズム  

1. 初期集団を生成し、個体を評価する。 
2. 個体選択： 
 トーナメント選択により個体を 2つ選択する。 
3. 遺伝的操作（交叉/突然変異のどちらかをあら

かじめ定められた割合で適用する） 
・交叉 

  (a) 選択された 2個体の交叉点をランダム選択  
 (b) 2個体の交叉点間のコードを交換する。 
・突然変異（ミクロ/マクロ/交換突然変異 
からあらかじめ定められた割合で行う） 



2 

 

―ミクロ有効突然変異 
―マクロ有効突然変異 
―交換突然変異 

4. 新しく生成された個体の数が、現世代の個体数
と異なる場合は 2へ戻る。 

5. 個体の評価を行う。 
6. 最大世代数に到達していなければ 2.へ戻る。 
7. 最終世代の最良個体の遺伝子列 

（プログラムコード）を出力する。 

III. 従来手法 

従来手法[3]では、個体間の距離を計測するた
めに X 座標を適合度、Y 座標を個体間距離とし
て二次元平面上に写像する。この個体間距離を
用いて k-means による種分化（クラスタリン
グ）を行う。なお、本研究において、個体間距
離はその世代の最良個体との個体間距離とする。
さらに、固定長の個体を用いるため、ハミング
距離を用いて個体間距離を算出する。 

A. 個体座標のランク付けによる正規化 

 算出されたハミング距離と、個体の適合度か
ら写像する際、 ),( ii yx の座標値が[0,1]になるよ
うに正規化を行う。最良個体からのハミング距
離と適合度の値を昇順にランク付けし、それぞ
れのランク値を[0,1]で正規化した値を ),( yx 座標
とし、式(1)により個体 i の座標 ),( ii yx を求める。 

 

firank は個体 i における適合度のランク値を、

dirank は最良個体と個体 iにおけるハミング距離
のランク値を示す。N は個体数とする。図 5 に
写像の例を示す。 

図 5：関数同定問題における最終世代の写像図 

B. k-meansによる種分化 

 種分化とは、生物が進化する過程で生じた集
団の分化であり、新規に種が形成されるプロセ
スのことである。種分化が起こることで各種ご
とに異なる生物の進化が行われ、様々な環境に
適応した進化が可能となる。本研究では LGP に
これを取り入れることによって、遺伝子（プロ
グラム）の多様性を保ちつつ、解の探索を行う。 
一般的なクラスタリング手法として、k-means
が挙げられる。個体の位置情報が分かればクラ
スタ分割が可能なためである。以下に k-means

アルゴリズムを、図 6 に k-means による種分化
の例を示す。 

1. 各個体に対してランダムに 個のクラスタ 
を割り当てる。 

2. 各クラスタ内に含まれる個体の座標の平均 
値によって各クラスタの重心を算出する。 

3. 各個体を最も近い重心のクラスタに再度割 
り当てる。 

4. クラスタの割り当てに変化があれば 2.へ 
変化がなければ終了する。 

図 6：k-meansによる種分化 
 
 図 6 では種に属する個体数に大きな偏りは見
られないが、実際には図 5 のように個体が分布
し、種に属する個体数の偏りが発生する。本研
究ではこの偏りが出る部分を改良する。 

IV. 提案手法 

 LGP などの進化的計算手法において、探索早
期に局所解へと陥り、適合度が停滞するという
問題がある。本研究では、LGP に種分化を組み
込むことで、探索空間を分割して探索を行う。
これにより、種が独立的に進化して、一つの種
が局所解に陥った場合でも他の種は別の空間の
探索が可能となる。また、適合度の早期収束を
避けることが出来るため、求める解の精度を高
めることが期待できる。 
 提案手法ではさらに、局所探索を重視する種
と大域的探索を重視する種に分け、種に役割を
持たせる。これにより種ごとに設定した目的に
沿う探索を行わせることができる。結果として
多様性を保ちつつ、最適解を早期発見すること
が可能となる。 

A. 提案手法の種分化手法 

 3 節で述べた 2 次元平面を図 7 のように分割
したもの（以後、領域とする）へ個体が均等に
属するように、まず適合度（X 軸）について個
体数で半分に分割する。その後、分割された領
域に対して、ハミング距離（Y 軸）について個
体数が半分になるように分割（グルーピング）
する。図 7 に個体数を 500 としたときのグルー
ピング後の様子を示す。 
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図 7：グルーピングによる種分化 
 
領域（図 8 の①～④）ごとの個体の適合度や

ハミング距離の特徴を考慮して、その領域に属
する個体の進化の目的を決定する。分割イメー
ジ図を図 8 に、領域ごとの進化の目的を表 1 に
示す。なお、図 8 中の半円は交叉相手を示して
おり自身と橋のかかった領域との交叉に限定す
る。矢印はその領域の目指す目標を示しており、
表 1 の目的を矢印として示している。例として、
親 1 が領域③に属するなら親 2 の候補はまず、
半円を参照して交叉する領域をランダムに決定
する。例では親 1 の領域③にかかっている半円
は①なので、領域①、③どちらかをランダムで
選択、その後決定した領域からトーナメント選
択により親個体を選出する。 

図 8：分割イメージ図 

B. 役割の導入 

 各領域で目的に沿った探索を行うために役割
表を導入する。役割表（表 2）では、適合度の
高い個体に対しては弱い淘汰圧を、低い個体に
は高い淘汰圧をかけている。役割表のパラメー
タ設定のねらいは、領域③、④（適合度の低い
個体が属している領域）に強い淘汰圧（トーナ
メントサイズ）をかけることで、集団全体の適
合度を上昇させることである。その一方、適合
度の高い個体が属している領域①、②では多様
性を保った探索を行わせるため、淘汰圧を低く
している。 
 役割表は、親 1 の属する領域を参照すること
で、各領域それぞれ異なるパラメータ（トーナ

メントのサイズと突然変異率）を決定する。例
として、役割表を用いるとき、親 1 が領域：3
に属する場合、親 1 と親 2 のトーナメントサイ
ズは 100、突然変異率は 0.2で遺伝的操作を行う。 
 

表 1：領域ごとの進化の目的 

領

域 
適合度 

ハミング

距離 

目的 

① 
高 近 最良個体付近の解の 

探索を行う。 

② 
高 遠 最良個体とは別の解の可

能性を探索する。 

③ 
低 近 領域 1の個体との交叉で

領域 1を目指す。 

④ 
低 遠 領域 2の個体との交叉で

領域 2を目指す。 

 

表 2：役割表 

領域 トーナメントサイズ 突然変異率 

① 16 0.1 

② 16 0.1 

③ 100 0.2 

④ 100 0.2 

C. 重複個体の再生成 

 ランク付けによる写像でも同じ適合度かつ同
じハミング距離を持つ個体は同一の座標で表現
される。この個体は種内の多様性を低下させ、
その結果、種分化の効果を低下させると考えら
れる。このことから、集団の多様性を低下させ
ると考えられる個体を再生成により分散させる
手法を導入する。以後、同じ適合度かつ同じハ
ミング距離を持つ個体の集団をブロック、ブロ
ックに含まれる個体数をブロックサイズとする。
ブロックサイズが最大であるブロックを最大ブ
ロック、最大ブロックに含まれる個体の数を最
大ブロックサイズとする。 
 
再生成について： 
再生成とは、個体の持つコードをランダムで 

破壊することとする。本研究ではコード単位の
再生成のみを扱う。 
 
最大ブロックについて： 
 本研究では、最大ブロックサイズが全個体数 
の 5％を超えたとき、ブロックと判定された個 
体すべてに対して、1個体の持つ 30コードから 
ランダムにコードを 5つ選択、それに対して再 
生成を行うこととした。なお再生成した個体は 
再評価するため、ブロック再生成を導入した実 
験では評価回数で探索を打ち切る処理を加えた。 
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D. 種分化 LGPアルゴリズム 

 以下に種分化 LGPアルゴリズムを示す。 

1. 個体群をランダムに生成する。 
2. 各個体を評価する。 
3. ブロック再生成を行う場合 
 3.1 ブロックのリストを作成する。 
 3.2 条件を満たしたら再生成を実行する。 
4. 種分化を行う。 
 4.1 2次元平面上へ個体を写像させる。 
 4.2 k-meansまたは提案手法で個体集団を 

種分化する。 
5. 遺伝的操作を行う。 
 5.1 決められた領域からトーナメント選択 

により親個体を選択する。 
 5.2 遺伝操作(交叉、突然変異)を適用する。 
6. 個体群を更新する。 
7. 最大世代数に到達していなければ 2.へ。 

V. 実験 

 前節で提案した手法の性能を検証するため、
従来の種分化を行わない LGP(normal)、k-means
による種分化 LGP(k-means)、グルーピングのみ
を行う種分化 LGP(grouping1)、grouping1 に役割
と再生成を導入した種分化 LGP(grouping2)を関
数同定問題、パリティ問題、クラス分類問題の
3 種計 8 問題に適用し比較実験を行った。用い
る LGP パラメータを表 4 に示す。なお適合度は
式(2)を用いて算出する。実験結果を表 5 に示す。 

 
 

表 4：LGPパラメータ 

パラメータ 数値 

試行回数 20 

個体数 500 

評価回数 100000 

遺伝子数 30 

交叉率 0.8 

突然変異率 0.2 

レジスタ率 0.6 

トーナメントサイズ 16 

表 5の各項目は以下の通りである。 ：sin関数、
：sinepoly 関数、 ：step 関数、 ：mexicanhat

関数、 ：even-5-parity、 ：even-8-parity、 ：
iris、 ：二重らせん問題である。最も良かった
数値を太字で示す。 

表 5：実験結果 
 normal k-means grouping1 grouping2 

 0.80472 0.81613 0.85899 0.88316 

 0.36002 0.51465 0.56815 0.64439 

 0.61368 0.69019 0.67536 0.71110 

 0.92919 0.92846 0.93010 0.93908 

 0.80868 0.84643 0.85487 0.89847 

 0.69025 0.67016 0.67687 0.67550 

 0.97507 0.97730 0.95088 0.98496 

 0.75518 0.74778 0.75122 0.76171 

VI. 考察 

 関数同定問題、パリティ問題、クラス分類問
題など、問題の枠組みが異なる全ての問題にで
向上が見られた。この理由について考察すると、
以下のような理由が考えられる。 
 表 5の k-meansと grouping1を見ると、種に属 
する個体数の偏りをなくすことによる性能の向
上が見られた。これは、種に属する個体数が多
すぎれば進化スピードの低下が見られ、少なけ
れば進化そのものが行われないためである。そ
のため、進化が停滞する種が出現する可能性を
排除することで、探索の効率化に繋がったと考
えられる。 
 また、表 5の grouping2を見ると比較手法の中
で最も良い結果を示している。これは、役割表
を導入することにより、各種の探索方針をより
強調し、集団全体で効率的な探索を行うことが
できたためであると考えられる。さらに遺伝子
の表現型も似通っている可能性の高い、適合度
とハミング距離が等しい個体の再生成を行った。
これにより、集団全体の多様性維持に繋がり探
索の早期収束を防ぐことができたと考えられる。 

VII. おわりに 

 本研究では、個体群を適合度とハミング距離
に基づき 2 次元平面上へと分布させ、その平面
上におけるグルーピングによって種分化する方
法を提案した。さらに平面上に写像する際、同
一座標を持つ個体を再生成することで、より多
様な方向への探索が可能になるブロック再生成
を提案した。 
今後の課題としては、本稿の分割手法は 4 つ

に分割する場合のみを考えているが、問題に適
した分割数（9 や 16）などについての検証も行
っていきたい。 
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